令和２年度募集
保険期間：令和２年12月１日午後4時から１年間（中途加入できます）

5,000円未満
12.5％

40,000円以上
12.0％
30,000円〜
40,000円未満
7.0％

5,000円〜7,000円未満
8.4％

20,000円〜
30,000円未満
14.1％

7,000円〜10,000円未満
13.7％

※左記金額は、過去５年間に入院した人の自己負担費用
の平均値。（高額療養費制度（注）を利用した人、利
用しなかった人（高額療養費制度の適用外など）とも
含みます。）
※高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額。治療
費・食事代・差額ベッド代などを含みます。
生命保険文化センター「平成28年度

生活保障に関する調査」

（注）高額療養費制度の詳細については、厚生労働省の
ホームページをご覧ください。

15,000円〜
20,000円未満
8.0％

（https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf）

10,000円〜15,000円未満
24.5％

31.9
6,400人
8,000人

60.5日
25.8日

20,900人

35.5日

131,300人

31.7日

159,400人

89.5日
［厚生労働省大臣官房統計情報部『患者調査』］
（平成26年）による

20,000円×31.9日＝約638,000円
「那覇大綱引き」

お問い合わせ先
取扱代理店
引受保険会社

有限会社 オーディーエー
〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川218-1（担当：奥原）
TEL・FAX：098-996-3572（受付時間：９：00〜17：00）
損害保険ジャパン株式会社 沖縄支店 法人支社
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地３-21-１ 國場ビル１Ｆ
TEL：098-861-4577 FAX 098-864-1580
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令和2年度都道府県歯科医師会
学術担当理事連絡協議会
日時：令和２年８月26日（水）午後２時〜午後４時
場所：Web会議
学術担当理事
次
司会進行

第
常務理事

新

崎

尾松

博

文
ナー等開催時googleフォームを用いたID収集方
法「Eシステム」利用マニュアル

素樹

１．開

会

理

事

佐藤真奈美

２．挨

拶

会

長

堀

⑨
⑩

憲朗

３．出席者紹介

⑪
⑫

４．報 告
１）学術・生涯研修事業関係報告
２）その他

⑬
⑭

５．協 議
１）令和２年度日歯生涯研修セミナーの開催中
止及び令和２、３年度日歯生涯研修事業実
施要領の改訂について
２）Eシステムの運用および会員の生涯研修の
促進と今後の活用について（研修教材のネ
ット配信時の注意事項について）
３）事前アンケートについての意見交換
４）その他
６．閉

会

学術委員会委員長

岡崎敬一郎

会議資料

3302感染予防対策セミナー履修登録者数
新型コロナウイルス感染症に係る臨時的なEシ
ステムを活用した施設基準に係る研修の受講対
応のお願い
リモート講演における著作権とは
Eシステムを利用した施設基準取得のための研
修マニュアル
各都道府県学術担当者へのアンケート調査につ
いて
学術大会出席時の留意事項

日本歯科医師会において、これだけの全国の関係
者が、一同にWEB会議を行うのは、新型コロ
ナウイルス感染症が全国に蔓延後では、恐らく初め
てとの事で、システムを含めた準備にやや不安を抱
えての会議との事であったそうですが、上記次第に
添い、200ページ以上にわたる多くの資料を用い、
協議会は、滞りなく無事終了いたしました。会議中
も、質問や意見を求められた時には、チャットを用
いてリアルタイムに、他の全国の参加者も確認で
き、従来の実際の会議場を利用しての参加型の会議
と、さほど変わらない進行状態で、行われました。
協議１）に関しまして、今年度の生涯研修セミナー
は、新型コロナウイルスの影響で、中止になりま

①

出席者名簿

②

新たな感染症を踏まえた歯科診療の指針
第一版
令和２年８月
専門医資格認定団体の専門医制度等に係る診査
及び認証について

す。Eシステムを活用していく研修が中心になりま
す。また（新たな感染症を踏まえた歯科診療の指針
第１版参照）新型コロナウイルスに対しての最も新
しい見解と、各歯科医院における具体的な感染予防

歯科医師による新型コロナウイルスのPCR検査
の検体採取に伴うEシステム（e-learning）教

対策について専門家にまとめて頂いた貴重な指針
で、会員の皆さまもぜひ御一読頂きまして、スタッ

育研修の実施について
「摂食嚥下障害診療における耳鼻咽喉科との連
携」に関する提言
学術・生涯研修関係資料

フの皆さまと指針を共有し、医院の感染予防対策に
活用して頂きたいと思います。
協議２）に関しましては、令和２年度の日歯生涯
研修事業においては、E-システムを用いての研修が

令和２・３年度日歯生涯研修事業実施要領（改
訂版）
日歯生涯研修事業主な変更点およびWebセミ

主になりますので、しっかりとご活用頂き、ぜひ積
極的に生涯研修事業における目標単位を、しっかり
と確保して頂きたいと思います。令和２、３年度日

③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

3
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歯生涯研修事業においては、従来の「生涯研修セミ
ナーライブ研修」及び「特別研修」の研修方式によ
る取得単位は判定の条件としない事としています。
よって、「受講研修」と「e-learning研修」の２研
修方式で合計30単位以上の取得で終了できます。70
歳以上の会員は、合計20単位以上にて、終了可とな
ります。沖縄県は、生涯研修修了者の特別研修の平
均取得単位数は悪くはないのですが、参加率はまだ
低い状態です。今後このコロナウイルス感染下にお
いての単位取得は、従来に比べ比較的緩く達成する
ことができますので、ぜひ会員御皆様も積極的な生
涯研修事業に参加して頂きたいと思います。また、
ハードルは高いのですが、２研修方式により合計50
単位以上で、日本歯科医師会生涯研修総合認定医に
なれますので、九州ではまだ11人しかいませんの
で、ぜひこのチャンスにこぞって挑戦して頂きたい
と思います。

4
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都道府県歯科医師会医療管理・情報管理担当理事連絡協議会
日時：令和２年８月19日（水）午後１時〜午後２時30分
場所：ＷＥＢ会議（日本歯科医師会）
医療管理委員会理事

渡慶次

彰

司会 日本歯科医師会専務理事 瀬古口
１．開 会 日本歯科医師会 副会長 遠藤

精良
秀樹

いては、療養担当規則第５条の法解釈の整理が必
要。キャッシュレス導入の環境整備についてインタ

２．挨 拶 日本歯科医師会
３．報告・協議
（１）安心マークについて

堀

憲郎

柳川

忠廣

ーネット回線の通信環境が必要。このキャッシュレ
ス導入に対して日本歯科医師会の役割は広報のみで
あり、契約者は個々の会員である。ただし、会員が

会

長

副会長

（２）キャッシュレスについて
常務理事
（３）オンライン資格確認について
常務理事

三井

博晶

宇佐美伸治

不利にならないよう「差入書」にて条件の確認を行
う。ポイントの付与は認めないことを原則とする。
三井住友カード（株）では、端末費用（87,000

この協議会は、年に１回は開催されてきたが、今
回はコロナ禍の中、ＷＥＢ会議開催となった。安心
マークについては、新型コロナウイルス感染症等感
染防止対策実施歯科医療機関みんなで安心マーク事
業として国民に対するアピールを目的とした事業。
具体的には会員に対して日歯のホームページより
チェックリストのすべての項目をチェック実践し、
ＷＥＢ上で申請することで、日歯が「みんなで安心
マーク」をオンラインで発行。会員の歯科医療機関
は、このマークを掲示し、感染防止対策を適切に実
施していることを宣言。ここで注意してほしい点

円）を無償提供し、加盟店手数料率は1.50%〜に
て。各歯科医院との加盟店契約は弊社が行い、端末
はパナソニックが無償設置する。ＪＣＢとは別契約
になる。この端末器でオールインワン対応可。
オンライン資格確認の導入について、令和３年３
月のオンライン資格確認開始に向けて具体的な準備
がスタートした。８月上旬より顔認証付きカードリ
ーダーの申請が始まった。診療所は１台無償提供と
なるので、ポータルサイトより機種を１台選択の上
申請すること。原則ＷＥＢ上での申請だが、会員診
療所においては紙による申請も可能。都道府県歯科
医師会がとりまとめること。カードリーダーを申し
込まれた診療所は、引き続きオンライン資格確認用
ＰＣやネットワーク回線などのシステム導入工事の
相談をすること。来年（令和３年）３月からオンラ
イン資格確認をスタートするには、令和２年９月10

は、以下の点。
虚偽広告・誇大広告の禁止

日を目処に申請。
現在使用のレセコンが対応可能か？については、

（４）その他
４．閉

会

◦すべての項目等を遵守できていないことを認識
しながら認証マークを掲示
◦認証の有無に関わらず、「医療の安全を保障し
ます」や「万全の安全管理体制」等と表示する

ベンダー（販売業者）に尋ねること補助金事業なの
で、一般的な試算だが、経費として￥429,000で3/4
の補助￥321,750があるので自己負担額は10万円程
度となる。

こと。
◦認証マークに添えて「当院は感染対策が万全で

今回の補助金事業は、令和５年３月31日までにオ
ンライン資格確認を導入された医療機関が対象で、

あり絶対に感染しません」など事実を不当に誇
張表現し患者を誤認させるような表示を行うこ
と。

申請自体は令和５年６月30日まで可能。

キャッシュレス導入について、最終選考にて三井
住友カード（VISA）、保険外診療に限局しキャッシ
ュレス化を検討。保険診療のキャッシュレス化につ
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令和2年度 九州口腔衛生学会 幹事会
日時：令和２年９月６日（日）午前11時15分〜午後12時15分
場所：zoom
副会長

米

須

敦

子

COVID-19の影響によりZoomによるオンライン
開催となった。
常任幹事、幹事、監事21人/27の参加により行わ
れた。
当日はさらに台風10号の影響により九州各県長崎
に参加できなかったこと、ここ数年台風の影響によ
りフルタイム参加ができていない等の意見があり、
９月学会の開催時期についても検討の必要があると
の意見があった。
〇協議事項
１．令和２年度事業計画・予算案
・第42回九州口腔衛生学会の開催
大会長：斎藤俊行 長崎大学大学院医歯薬学総
合研究科社会医療科学講座教授
令和２年９月６日zoomによるオンライン開催
・研究助成は応募者なしのため該当者なし ２年連続
・九州口腔衛生学会便り（42号）の発行 令和３年
１月予定
２．令和２、３年度の役員について（資料６）
３．第３回学会総会（令和3年度）開催地について
岡山大学 森田 学教授からの現況報告について
第70回日本口腔衛生学会・総会
令和３年５月26日（水）～５月28日（金）
第43回九州口腔衛生学会共催タイムテーブル
九州・沖縄地方会 ５月27日（木）13：00～17：00
関連：５月27日９：00～10：00 モーニングセッ
ション論文の書き方
５月28日９：00～13：00 ポスター展示
13：00～14：00ディスカッション・撤去

6

＊第70回の日本口腔衛生学会の現地開催の有無を12
月までに決定し、沖縄県歯科医師会へ連絡をいた
だく。５月の現地開催ができない場合には12月に
沖縄県歯科医師会にて単独で第43回九州口腔衛生
学会を開催する予定。
＊現地開催・誌面開催・web開催等が考えられるの
でどこまで本会と付き合うのか検討していく必要
がある、検討しておいたほうが良いと助言をいた
だいた。
今後本会で検討していきたい旨伝えた。
〇報告事項
１．令和元年度の事業報告
・第41１回九州口腔衛生学会総会開催
大会長：安細 敏弘 九州歯科大学地域健康
開発私学分野享受令和元年９月23日北九州国際
会議場・国際会議室）
２．令和元年度収支決算について
３．会員数の報告 沖縄県４人（前年度と変更なし）
令和２年８月31年現在 147人
４．第42回学会総会参加費について
ZOOMによる開催のため無料
５．日本口腔衛生学会時期代議員選出結果について
６．その他
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第42回九州口腔衛生学会総会
日時：令和２年９月６日（日）午後１時15分〜午後４時
場所：Zoomによるオンライン開催
副会長

米

須

敦

子

第42回九州口腔衛生学会総会が、大会長：斎藤俊
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科社会医療科

行

学講座教授により開催された。COVID-19の感染拡
大を防止するという観点からZOOMによるオンラ
イン開催となった。

３．口腔保健から考える認知症予防
武内 研時先生
（名古屋大学大学院准教授 予防医学分野）

２年連

認知症予防に向けた口腔保健におけるライフコー
スアプローチの必要性 口腔衛生学会政策声明 認
知症に対する口腔保健の予防的役割、2017に基づい

総
会 13時15分〜13時45分
シンポジウム「口とこころ～口腔と精神保健」
14時〜16時
座長：俣野 正仁先生
（長崎県歯科医師会常務理事）
永田 康浩先生
（長崎大学大学院教授 地域包括ケア教育
センター）

て行われた。
有意義な情報共有とともに歯科における多くの課
題についてディスカッションが行われた。地域包括
ケアへの歯科医師の介入参加が求められたことも今
後の大きな課題だと改めて感じた。認知症自体が未
だ未知の領域であり、歯科がその糸口となると座長
永田先生からの締めの言葉が歯科医師への提言とな
った。
一か月ほどYouTubeにて配信されるので是非聞
いていただきたい。

・研究助成は応募者なしのため該当者なし
続該当者なしとなっている。

１．地域包括ケアを支える「口腔」と「こころ」の
健康～これまでとこれから～
永田 康浩先生
（長崎大学大学院教授 地域包括ケア教育
センター）
２．口腔からアルツハイマー型認知症を考える
武
洲先生
（九州大学大学院准教授

口腔機能分子科

学・OBT研究センター）
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九州各県専務理事会
日時：令和２年９月12日（土）午後２時〜午後４時40分
場所：WEB会議
専務理事
１．開
２．挨

会
拶

３．座長選出
４．報
告

島

一

夫

梶谷九地連常務理事（司会進行）
眞境名沖縄県歯科医師会会長

②新型コロナウイルス感染症関連での休診に対す
る会員支援について（宮崎県）

松島沖縄県歯科医師会専務理事
川端九地連専務理事

⃝佐賀県と鹿児島県が県歯の共済金を活用した
支援あり。
③感染症対策支援金の申請について（大分県）

（１）災害歯科保健医療アドバンス研修会について
の報告あり。参加者２名を九地連から推薦。
５．協
議

⃝各県で県の対応の違いがあった。
④九地連における災害担当者会の開催及び災害時
の感染症対策の「九州地区連合歯科医師会災害

（１）令和２年度各県事業計画及び予算について
⃝各県専務理事より今年度の事業計画及び予算に
ついての説明あり、新型コロナ感染症の影響で
予算の執行が行われていない事業が多数あり。
沖縄からは、各地区に対する助成金（デンタル
フェアー関連）約580万を、各地区に目的外使
用を認める（コロナ対策等）旨の助成を行った
ことを報告。
（２）災害対策について
⃝報告事項のアドバンス研修会への九地連からの
推薦者２名を、福岡県の川端専務理事、長崎県
の田中常務理事に決定。
（３）各県提出協議題
①今年度の地域医療介護総合確保基金事業につい
て（長崎県）
⃝未執行の事業についての県（行政）の対応に

時相互応援規則」への追記について（沖縄県）
⃝九地連直轄の災害委員会を設置してはどう
か。各県から災害担当の委員を選出しWEB
を活用した委員会を開催する。
⑤オンライン資格確認導入に向けた県歯としての
対応について（沖縄県）
⃝各県とも会員への周知に苦労しているようで
ある。

ついて協議。
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九州各県歯科医師会社会保険担当者会
日時：令和２年10月３日（土）午後２時〜
場所：沖縄県口腔保健医療センター
沖縄県歯科医師会社保担当理事
日本歯科医師会より 林 正純常務理事をお招き
し、九州各県より役員および、社保委員が参加し、
九州各県歯科医師会社保担当者会が初めてのWEB
会議として開催された。

上

原

【協

泰

通

議】

１）令和２年度九州各県歯科医師会社保関係事業計
画及び予算
２）各県提出協議題について
３）日本歯科医師会への質問・要望について

会議は 濟藤 孝沖縄県歯科医師会社保委員長の開

４）その他

会の辞に始まり、沖縄県歯科医師会 眞境名 勉会長

日本歯科医師会への質問・要望では21の議題が提

の挨拶のあと、日本歯科医師会常務理事 林 正純先

出され、アフターコロナ対策を含め今後の日歯の対

生より御挨拶がなされた。

応について丁寧なご説明があった。

座長を沖縄県歯科医師会社保担当理事の上原泰通、

今回は初めてのWEB会議で、画面が切り替わら

副座長を福岡県歯科医師会社保担当理事の江里能成

ない、音声が聞きづらい場面もあったが、林常務を

理事が選出された。

始め、各県理事、社保担当の先生方のご尽力により

林正純日本歯科医師会常務理事より医療費の動

大変有意義な会議となった。

向、令和２年度診療報酬改定・歯科コロナ特例対

最後に沖縄県歯科医師会 垣花 賢委員長による閉

応、アフターコロナ対策、オンライン資格確認な

会の辞にて会議は盛会のうちに全日程を終了した。

ど、日歯の取り組み等が報告された。
続いて各県の協議題について熱心な協議・討論が
おこなわれた。
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令和2年度第1回九地連会長会議
日時：令和２年10月５日（月）午後７時〜午後８時30分
場所：各県歯科医師会館（WEB会議）
会
次
１．開
２．挨
３．報

会
拶
告

４．議

事

長

真境名

勉

第

災害歯科保健医療体制アドバンス研修会は福岡県
と長崎県から地区代表として参加。
長
大

副会長
会 長
専務理事

災害対策対応として常設の災害特別委員会を各県
に置く。委員は各県に一任する。
九地連歯科医学大会中止に伴う大会交付金は各県

（１）令和2年度災害歯科保健医療体制研修会及び

に分配するのではなく中地連の災害見舞金基金とし
ての原資とする。
歯科医師国民年金基金代議員は鹿児島か宮崎県か

川

尾
山
端

災害歯科保健医療アドバンス研修会の出席者
について
（２）災害対策の対応について
（３）九地連歯科医学大会中止に伴う大会交付金の
配分について
（４）歯科医師国民年金基金代議員の選出について
（５）他諸議題について
５．協
議
（１）年度末諸会議及び諸連絡協議会開催予定につ
いて
「報 告」
災害歯科保健医療体制研修会→西日本ブロック
2021年１月30日（土）31（日）開催。
各県から２名参加→同一の職種は避け開業歯科医
師、歯科衛生士、行政職、病院関係を交えて構成す
るのが望ましい。

10
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１／16日の九地連専務理事会及び２／20日の九地
連会長会議・協議会はWEB開催とする。
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令和2年度九州各県歯科医師会学術担当者会
日時：令和２年10月10日（土）午後２時〜午後５時
場所：各県歯科医師会（WEB会議）（担当県：熊本県歯科医師会）
学術担当理事
次

新

崎

博

文

第

今年度の九州各県担当者会は、新型コロナウイル
ス感染禍において、今年度の全国学術担当協議会と

学術委員会
副委員長 壽永

旭博

同じく、WEB会議で行われました。沖縄県は、県
歯科医師会館において、私と委員長の真喜志早江子
先生が参加して会議は進められました。各県の学術

誠

委員会の予算は、厳しい緊縮予算の中で、種々の工
夫を行って、主にWEBにての講演会を行っている
ようである。各県から提出された協議題は、新型コ

熊本県歯科医師会 会 長
日本歯科医師会
理 事 伊藤 明彦
３．出席者紹介
４．座長・副座長選出
５．日本歯科医師会報告
日本歯科医師会 理事 伊藤 明彦
６．協
議
（１）令和２度九州各県学術関係事業計画及び予
算について
（２）各県提出協議題について
（３）日本歯科医師会への要望及び質問について
（４）その他
７．次期開催県挨拶
鹿児島県歯科医師会 理事 前田 裕一
８．閉
会
熊本県歯科医師会 専務理事 牛島
隆

ロナウイルス感染禍における講演会がどのようにな
っているのか、中止が多いようであるが、WEBに
よる会議も多いようである。やはり各県において
も、ITについていけない高齢の会員を、このご時
世にどうついていかさせるか、生涯研修もEシステ
ムを活用していくためにも早く慣れていかないと、
研修の単位が取れないので、ここはみんなでITに
ついていく、頑張りどころだという声が聞こえまし
た。その他には、新型コロナウイルス感染症の情報
収集の仕方についての質問もありました。協議題
は、全部で15題ありました。その後、各県から、日
本歯科医師会への質問がありました。その内容はE
システムやeラーニングについての質問が多く認め
られました。
会議の途中、熊本県の音声や画像が乱れる不調も
認められましたが、ほぼ予定通りの時間に終了致し

司会：熊本県歯科医師会

１．開
２．挨

会
熊本県歯科医師会
拶

副会長

椿

ました。次期開催県は、鹿児島県になります。
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九州各県歯科医師会広報担当者会
日時：令和２年10月17日（土）午後２時〜午後５時
場所：Webex会議
調査広報担当理事
司会

１．開
２．挨

佐賀県歯科医師会
対外情報副委員長
会
拶

梅

落合

村

嵩規

（感 想）
日歯報告では、潤沢な資金と人材の違いはあると
は思うが、広報活動の方法や新型コロナ対応などの
迅速な対応や，風評被害の対応など参考となった。
協議題では、各県とも原稿の集まりが悪く、合併号

佐賀県歯科医師会会長

門司

達也

日本歯科医会常務理事

小山

茂幸

３．出席者紹介
４．座長・副座長選出
５．日歯報告
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

日本歯科医師会常務理事 小山 茂幸
「日歯広報」都道府県通信
新型コロナウイルス感染症関係
協賛社との協同事業による新聞広告
「歯と口の健康週間」に係るテレビパブリ
シティ
小冊子の配布
「いい歯は毎日を元気に」プロジェクト
「いい歯の日」企画 全国地方紙広告掲載
日本産婦人科学会との連携
ポケモンとの協同歯科啓発活動
ヤクルト本社西日本支店による歯科啓発チ
ラシ
日本歯科医師会ホームページアクセス状況
日本歯科医師会Facebookおよびtwitter

⑬ プレスリリース一覧
６．協議事項
（１）令和２年度各県広報関係事業計画及び予算に
ついて
（２）各県提出議題について
（３）日本歯科医師会への質問・要望について
（４）その他
７．講
演

株式会社佐賀広告センター

８．次期開催県挨拶
９．閉
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会

取締役 宮副
長崎県歯科医師会
理 事 仲村

誠

直紀
淳

を余儀なくされ、頭を悩ませていた。災害時のHP
の活用は沖縄県では遅れていると感じ、執行部や他
の委員会と協議して進めないといけないと感じた。
講演会では、佐賀県歯科医師会が「佐歯子シリー
ズ」をYouTubeを用いて歯科医師会や衛生士学校
の宣伝を行い、メディアの取材を受け再生回数の増
加で大きな反響を得たことは大いに参考となった。
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令和２年度九州各県歯科医師会地域保健担当者会
日時：令和２年10月17日（土）午後３時〜午後６時
場所：沖縄県口腔保健医療センター（主幹：長崎県Web会議）
地域保健委員会

副委員長

崎

原

幹

雄

令和２年10月17日土曜日の午後３時より、沖縄県
口腔保健医療センターにて長崎県主幹の九州各県歯

（２）成育医療の在り方（成育医療等協議会）
（３）全国がん共通医科歯科連携講習会

科医師会地域保健担当者会Web会議が下記のとお
り開催された。

（４）脳卒中・循環器病対策関係
（５）オーラルフレイルの展開
（６）次期介護報酬改定関係

１．開

（７）認知症対応力向上研修関係

会

長崎県歯科医師会
専務理事

渋谷

昌史
６．協

２．挨

拶

長崎県歯科医師会
会
長 宮口
日本歯科医師会 常務理事 小玉

嚴
剛

議

今回はコロナ禍でのWeb会議の為、全体会・分
科会１・分科会２の協議題を長崎県が統括し、前も
って絞り協議題を作成し協議を行う形式になりまし
た。

３．出席者紹介
司会：長崎県歯科医師会
４．座長選出

長崎県歯科医師会
地域保健担当 理 事
地域福祉担当 理 事

平良
江頭

５．日本歯科医師会報告
日本歯科医師会 常務理事 小玉
下記の内容について説明がありました。
（１）産業保健関係

浩代
聡

剛

地域保健担当
理 事 平良

浩代

（１）日本歯科医師会への要望及び質問について
①全国共通がん診療医科歯科連携講習会の実施
要領について【佐賀県】
②「歯科医療従事者の感染リスク」に関する報
道対策について【大分県】
③新型コロナウィルス感染拡大禍における集団
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フッ化物洗口について【大分県】
④特定健診・特定保健指導に係る歯科医師会の

｛その他｝
⑦在宅での新型コロナ感染予防について

取組みの現状と今後の方針について
【鹿児島県】
⑤歯科医師認知症対応力向上研修事業の今後の

⑧県の委託事業の研修会（認知症対応力向上研
修会等）実施について
⑨ 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 歯 科 健 診 の 健 診項目

対応について、全国的にはどのように発展し
ていくものかお尋ねしたい。【長崎県】
⑥特別支援学校への新たな対応をお考えである

「RSST」で「問題あり」と判定された受診
者への対応について
⑩新型コロナウィルス感染症拡大禍における、

か、またどう展開があるのかをお尋ねした
い。【長崎県】

フッ化物洗口の実施状況について
⑪ARONJ(骨吸収抑制薬関連顎骨壊死)・骨粗鬆
症における医科歯科連携について
（３）その他
長崎県より沖縄県にリモート検診について質問
があり、米須副会長がDoチェックプログラムで
行っている現在の事業について説明を行いまし
た。
７．次期開催県挨拶

８．閉
（２）各県事業計画及び予算について
（３）提出協議題について
｛地域保健・産業保健関係｝
①学校歯科健診以降の健診事業の取組みについ
て
②小児の口腔機能発達不全症への取組みについ
て
③糖尿病における医科歯科連携について
｛要介護老人・障がい者担当｝
④周術期医科歯科連携の現状と課題について
⑤在宅歯科医療連携室事業の今後の展望につい
て
⑥小児在宅医療への対応について

14

会

佐賀県歯科医師会
理
事 舛元

長崎県歯科医師会
常務理事

俣野

康浩

正仁

＊感 想
今回はコロナ禍でおそらく初のWeb開催となり
ました。主幹の長崎県歯科医師会の先生方のご尽力
で、非常にまとまった協議題で進行もスムーズに行
われました。やはり、コロナ禍のフッ化物洗口実施
の在り方や健診の態勢等の質問は、今回ならではの
物だと感じました。他県のマイク不具合で途中修正
がありましたが、ネットの環境も良好で滞りなく会
議が終われて委員皆で安心いたしました。
今回は懇親会もなく会議後の多岐にわたるお話を
他県の先生方から、お聞き出来ないのが残念です
が、来年、佐賀県に行けるようにまた一年間委員の
先生方皆さんで委員会運営頑張りたいと思います。
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第２回 沖縄県立学校保健研究協議会
日時：令和２年７月16日（木）午後４時〜午後５時
場所：豊見城南高等学校 校長室
学校歯科担当理事
〔次

玉

城

第〕

斉
第32回県立学校保健研究大会の開催については、
実践発表者を豊見城南高校の養護教諭が担当する事

司会：沖縄県立学校保健会 理事長

宮城

傑

になった。また、研究大会の講演講師には、感染症
の専門家である、沖縄県立中部病院の高山義浩医師

１．開

会

司

会

が、第一候補に上がった。講師の依頼を儀間会長か
ら、お願いするとのこと。

２．あいさつ

県立学校保健会会長

儀間

昌子

情報交換では、７月３日の琉球新報論壇に、自分
の投稿が掲載されたことを紹介しながら、舌磨きに

３．議

よって、新型コロナウイルス感染による重症化の予

題

文科省学校保健表彰被表彰候補者推薦について

防に繋がることを、情報提供した。
次回、第３回協議会は８月27日（木）豊見城南高

情報交換（研究大会講師・実践発表者等）

校を予定している。その時には大会の講師も決まる
と思われる。

４．そ の他
（１）第32回県立学校保健研究大会の開催について
（２）情報交換
５．閉
〈報

会

司

会

告〉

第２回沖縄県立学校保健研究協議会が、７月16日
（木）県立豊見城南高校

校長室にて行われた。本

来８月の予定だったが、令和２年度沖縄県立学校保
健会理事会における、書面による議決権集計結果の
報告の為、この日に開催された。
県立学校81校中、57校の学校より、審議事項に対
する過半数の賛成が得られ提案どおりの承認を得ら
れた。
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令和2年度第１回沖後期高齢者医療制度運営懇話会
日時：令和２年７月28日（火）午後２時〜午後５時
場所：沖縄県後期高齢者医療広域連合
副会長
１．開

米

須

敦

子
団塊の世代が後期高齢者に移行する2025問題、団

会

２．事務局長挨拶

塊ジュニア世代が移行する2040年問題で後期高齢者

３．議

が増加することに備えて歯科医療ニーズは増えてい

題

（１）沖縄県後期高齢者医療広域連合予算・決算に

るはずであるが歯科医療費の減少傾向への対応策
は、後期高齢者歯科健診事業「ハイサイ歯科検診」

ついて
①令和元年度

一般会計、特別会計歳入歳出決

の普及並びに通年健診として定着できるよう受診率
の向上等対策を検討しなければいけないと感じた。

算
②令和２年度

一般会計・特別会計補正予算

（２）被保険者及び保険料の状況について
①被保険者の状況
②保険料の状況について
③新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免
について
（３）傷病手当、後期高齢者医療費、保険事業につ

保険事業費の執行率82.75％が低いことへの質問
や対応策につての意見が相次いだ。（特別会計全体
の施行率97.57％）別紙資料１－P４
後期高齢者歯科検診も予算がないと５年計画で年
間1,000人まで100人ずつ人数を増加させる計画であ
り、予算がないといわれるが、保険事業の予算案、
執行率、予備費等が執行されていない。また、後期
高齢者医療の保険者インセンティブ（獲得点数で

いて
①「沖縄県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

100億配分）全国平均87.6点に対し、沖縄県72.0点36

医療に関する条例」の一部を改正する条例

位と平均にも達していないため「事業実施率を向上

「新型コロナウイルス感染症に感染した被用

し国庫交付金の獲得に努める必要があるなど多くの

者に対する傷病手当金」

課題があげられた。

４

閉

会

懇話会委員会長の琉球大学医学研究科中村幸志教
授の総括で閉会された。

名称は「懇話会」ではあるが、活発な意見交換が
なされる会である。
被保険者数146,927人、512人増、0.3％増、人口構
成比10.1％。

体となって事業を進めると国の指針では理解してい
たが、現行では主体性がどこにあるのか？わからな
い。懇話会の役割は高齢者の方が健康で暮らせるた

一部負担金の現役並み所得者（３割負担者）は、

めのどうすればよいのかを、国保保険事業について

構成比8.9％増加傾向、しかし、低所得者Ⅱ（130万

も検討が必要であるが実際に生かされていない。分

超～267万円未満）は25.4％、低所得者Ⅰ（年金の

科会、ワーキンググループなど設置の必要があるの

み単独世帯80万円未満・夫婦２人世帯130万未満）

ではないか」。

22.0％の構成比となっている。
不能欠損も実日数82人増、欠損額2,225,989円、理
由は死亡、生活困窮となっている。
諸条件があるが今回新型コロナウイルス感染症に
関する減免申請も行っている。また、感染した被用
者に対する傷病手当金の支給制度も開始されてい
る。
各医療費の前年度の伸率の推移では、歯科の医療
費は年々減少傾向にある。
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令和２年度介護給付費等審査委員会
日時：令和２年７月30日（木）午後２時〜午後３時
場所：沖縄県国保連合
副会長

米

須

敦

子

〇協議事項

があった。今後団塊の世代の給付の始まる2025年問

再審査等に関する申出も今期５月、６月、７月に

題、団塊ジュニア世代の給付の始まる2040年問題に

関しては申請がなかった。

向けての取り組みが必要な状況下での減少は危惧さ

〇報告事項として以下の項目があった。

れる要因との報告があった。

令和２年度

介護給付費請求受付状況表（令和２

令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会よ
り介護保険の見直しに関する意見書が出ているが新

年４月～令和２年６月）
請求明細書事業所・件数並びに給付管理事業所及
び件数は前年月日とほぼ横ばい状態であった。しか

型コロナウイルス感染症拡大防止対策により部会開
催が行われていない。

し、介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書
の事業所及び件数はともに減少傾向にあるとの報告

令和２年度第１回沖縄県国民健康保険運営協議会
日時：令和２年７月30日（木）午後３時〜午後４時30分
場所：沖縄県教職員共催会館 八汐荘 4階 中会議室
副会長

１．開

米

須

敦

子

会

２．保健医療部長挨拶
３．議事事項
沖縄県国民健康保険運営方針の改定について
４．閉

会

上記に従い第２期沖縄県国民健康保険運営方針
（たたき台）についての説明があった。
内容は、文言整理、新型コロナウイルス感染症に
関する追記、統計データの更新、年金情報利用につ
いて日本年金機構との新たな契約についての追記、
オンライン資格確認についての追記等である。

厚労省は、制度改革３年目となる令和２年度は、

2025年に向け、また2040年を見据えた地域共生社

各都道府県及び市町村において引き続き財政運営の

会の実現を目指して、広域連合による後期高齢者資

安定化を図りつつ、最大の改革項目である「財政運

料制度を含め持続的な対応が可能な制度への見直し

営の都道府県単位化」の趣旨の深化を図るととも

が始まっている。

に、人生100年時代を見据え、予防・健康づくり事

11月下旬に第２回運営連携会議（主管課長会議）

業の強化を図る年度と考えられる。また、令和２年

第２回国保運営協議会（諮問）１月下旬には、第３

度の納付金算定及び国保運営方針の改訂・中間見直

回運営推進会議、第３回国保運営協議会（答申）等

し（令和２年度末）に向け、都道府県と市町村とで

を行い２月には第２期国保運営方針の決定・公表の

協議を進めていくことが重要としている。

予定である。

課題となる点を①法定外繰入等の解消、②保険料
水準の統一に向けた議論、③医療費適正化の推進な
どを挙げている。
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第４回沖縄県立学校保健研究協議会
日時：令和２年10月１日（木）午後４時〜午後５時
場所：豊見城南高等学校 校長室
学校歯科担当理事
［

次

第

司会：沖縄県立学校保健会

玉

城

斉
12月３日（木）に開催予定の「第32回県立学校保

］
理事長

宮城

傑

健研究大会」については、特別講演を沖縄県立中部
病院の高山義浩医師が、第一候補に上がっていたが

１．開

会

司

養護教諭対象の他の研修会にて講演会を予定されて

会

いる為、学校における「がん教育」の取り組みを踏
２．あいさつ

県立学校保健会会長

儀間

昌子

まえ、琉球大学医学部付属病院がんセンター長診療
教授の増田昌人氏に決まった。

３．議

題

また、情報として、令和3年2月5日(金)名護市民

第32回県立学校保健研究大会の開催について

会館にて開催予定の沖縄県教育委員会主催「第20回

本会表彰事業について

沖縄県健康教育大会」では特別講演を琉球大学准教

沖縄県学校保健功労者推薦について

授で栄養士の森山克子氏を予定している。ただし、

県健康教育大会運営委員の依頼について

コロナ禍の中での開催の有無は、10月22日(木)に決
められる。
情報交換では、私の方から八月の琉球新報論壇

４．そ の 他
（１）情報交換（研究大会講師等）

に掲載された、「鼻呼吸の有用性」について紹介し
た。

５．閉
〈報

会

司

会

告〉

第４回沖縄県立学校保健研究協議会が、10月１日
（木）県立豊見城南高校 校長室にて行われた。第
３回協議会を８月27日（木）に予定していたが、沖
縄県の新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態
宣言下にあった為、中止となり第４回協議会の運び
となった。
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令和2年度沖縄県歯科医師認知症対応力向上研修
日時：令和２年10月25日（日）午後１時〜午後５時30分
場所：沖縄県口腔保健医療センター２階 大研修室
学術委員会
【目

副委員長

新

的】

城

美由紀
Ⅱ

かかりつけ歯科医の役割
たから歯科

高齢者が受診する歯科医師に対し、認知症の本人

新城美由紀

とその家族を支えるために必要な基本知識や、医療

・かかりつけ歯科医（歯科医療機関）の役割

と介護の連携の重要性などを習得するための研修を

・歯科治療において注意すべき認知症への気づ
きのポイント

実施することにより、認知症の疑いのある人に早期

・認知症の人の歯科治療を円滑に進めるための

に気付き、かかりつけ医等と連携して対応するとと

視点

もに、その後も認知症の人の状況に応じた歯科治

・歯科診療所で起こる行動歯科医療機関・心理

療・口腔管理を適切に行い、認知症の人への支援体

症状（ＢＰＳＤ）に対する対応

制構築の担い手となることを目的とする。

・治療計画と対応方法の立案
【研修内容】

・歯科医療機関の管理者の役割

オリエンテーション
沖縄県歯科医師会学術委員
Ⅰ

基本知識

崎濱

秀海 氏

連携・制度

医療法人

守礼の会

介護支援センターあまね

社会医療法人

葦の会

オリブ山病院

精神科医師
崎原

Ⅲ

尚子 氏

主任介護支援専門員

金城

昌美 氏

沖縄県高齢者福祉介護課

當眞

嗣貴 氏

・認知症施策の現状

・地域包括ケアシステム、介護保険制度

・認知症の原因疾患の特徴と症例

・サービス担当者会議でのかかりつけ歯科医の

・画像診断やアセスメントの概要
・認知症治療薬や薬効の概要

役割
・ケアマネージャーとの連携
・認知症ケアパス、認知症初期集中支援チー
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ム、認知症地域支援推進員等の仕組み

本研修は修了証の交付に係る受講確認があるた

・若年性認知症の現状と支援の制度

め、会場での開催といたしました。コロナ禍での開

・成年後見制度、高齢者虐待の現状

催ということで、沖縄県主催イベント等実施ガイド
ラインに則り、会場の人数制限（150名の会場に30

歯周病と認知症の関連が注目されています。これ

名以下）、テーブル一台に一名ずつ着席、健康申告

からはますます医科歯科連携、地域行政とのつなが

書の提出、マスク着用、入り口での手指アルコール

りを強めていき、認知症の方が住み慣れた地域で、

消毒および常時換気の状態で行いました。受講者数

安心して生活し、継続的な歯科受診ができるように

は22名でした。

していかなければいけないと思いました。
また、新型コロナウィルス感染症が収束した際に
は、これまで見えていなかった新たな問題が出てく
るかもしれません。そのためにも、多職種連携して
取り組めるようにしておくことが重要になって来る
と思われます。
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第34回

沖縄県歯科医学会紙面開催にあたって
沖縄県歯科医師会

会

長 真境名

勉

例年11月３日に行われている、沖縄県歯科医学会

ス感染者が、減ることがなく、県のフェイズや日本

は、今年で34回目になりますが、今年度の歯科医学

歯科医師会の講演会開催の方針も鑑み、紙面発表の

会は、新型コロナウィルス感染症の予防の立場か

形をとらせて頂きました。例年通りの発表を準備し

ら、通常の歯科医師会館にての口演発表及びポスタ

てきた先生には、誠に申し訳ございませんが、どう

ー発表は中止とし、沖縄県歯科医師会会誌に紙面発

か現状を御理解ください。来年度は、通常通り開催

表する形式をとらせて頂きました。10月、11月にな

できる状況になれることを祈っております。

っても、全国的にも県内にいても新型コロナウィル

抄

録

従来の上顎急速拡大装置とMARME装置の利便性の違い
○上運天 修
上運天歯科矯正歯科

【目的】

装置も本体の回転は家族にしてもらった。２種類の

上顎急速拡大
（Rapid Maxillary Expansion : RME）

装置について（１）拡大の量と期間、（２）技工操

装置とMini-implant Assisted Rapid Maxillary

作、（３）装置の大小、（４）麻酔の有無、（５）拡

Expansion（MARME）装置の装着時、拡大時の利

大時の痛み等の問診、（６）装置の費用を比較検討

便性の比較検討を行う。

した。

【対象】

【結果】

対象は、RME装置（装置名：デントラム社ハイ

（１）Hyrax群は平均7.0ミリの拡大に平均期間

ラックスエクスパンションスクリュー：以下Hyrax

50日必要であった。MSEⅡは7.6ミリ拡大、期間は

群）を当院で作製し装着拡大した患者８名（日本

27日必要であった。（２）Hyraxの技工操作はバン

人、女性、平均年齢12.5歳）とMARME装置（装置

ド数が4個で本体は正中口蓋縫合の大体の中央部に

名：フォレストワン社M.S.E.Ⅱ：以下MSEⅡ）を当

位置すればよいが作製は煩雑であった。MSEⅡは

院で作製し、2020年６月23日海軍病院歯科口腔外科

バンドが２個で本体は正中口蓋縫合をまたぎ、なお

（普天間キャンプフォスター内）で装着、アンカー

かつ４本のASは正中口蓋縫合をまたいで両サイド

スクリュー（AS）植立を行い、当院で拡大した１

に２本ずつ位置しなければならなかった。またAS

名（軍属、女性、16歳）である。

は本体の維持のために本体と粘膜の間に大きな空隙
は作れなかった。（３）HyraxよりMSEⅡはバンド

【方法】

２個少なくコンパクトである。（４）Hyrax装着時

Hyraxは１日１回（90°回転＝側方拡大0.2ミリ）

に麻酔は不要であり、MSEⅡはバンド合着後に４

の回転をした。MSEⅡは１日１回0.2ミリ（90°回転

本のASを植立するため麻酔が必要であった。（５）

＝0.2ミリ）、１日２回（180°回転＝0.4ミリ）の回転

Hyrax群は患者３名が拡大時に痛みを訴えたが鎮痛

をした。MSEⅡは年齢によって１日の回転数が年

剤を服用する者はいなかった。MSEⅡは最初の拡

齢により異なるが16歳は２回までである。この患者

大前に１度のみ鎮痛剤を服用させた。両者に鼻血、

は途中装置のトラブルで口蓋粘膜の炎症が出たので

強い痛みによるQOL低下はなかった。（６）Hyrax

MSEⅡ撤去し、その後Hyraxに変えた。いずれの

装置の費用を1とするとMSEⅡは約2.9倍であった。
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【考察】

【結論】

短期間で拡大量が必要な場合にはMSEⅡは良い

従来のRMEは麻酔が不要で費用の点から利用し

装置である。Hyraxの技工操作は、バンドが多く

やすく、MARME装置の代用としては便利であっ

鑞着部位が多くなり大変であった。MSEⅡの技工

た。MARME装置は短期間での拡大に便利であり

操作は、本体のネジ位置と正中口蓋縫合の関係、

再装着にはネジ穴の問題があり不便であった。

本体と口蓋粘膜の距離の関係でHyraxよりもより
注意が必要であった。今回MSEⅡを拡大中に炎症
のため撤去する経験をした。MSEⅡを再装着する
にはネジ穴が骨化するまで待つか、ネジ穴をずら
した方がよいと考え、やむを得ず後日ASを使用し
ないHyraxを装着したがこの装着は容易であった。
MSEⅡは拡大の速さからHyrax群より痛みが強い
かと思ったがそうではなかった。今回痛みについて
は年齢が異なるので年齢の差を揃える必要があり、
MSEⅡの人数が少ないので増やす必要がある。

当科過去５年間における下顎埋伏智歯の抜歯時間と患者年齢の関連性
についての検討
○吉田 誠・圓谷 智之
医療法人 八重瀬会 同仁病院 歯科口腔外科

【緒言】

【結論】

口腔外科標榜施設における疾患分類の中で、智歯

抜歯時間を左右する要因としては、術者の技量の

の抜歯関連はどの施設でも上位に位置しているもの

他、下顎埋伏智歯ではPell-Gregory・Winterの分類

と考えられるが、中でも処置頻度の高い下顎埋伏智

などに示されるような埋伏の状態や歯根の形態、ま

歯抜歯について、患者年齢と抜歯時間の関連につい

た患者の開口状態などがあげられるが、臨床上感覚

て検討を行ったので報告する。

的には患者年齢による影響も無視できない。そこで
実際の抜歯所要時間を数値化することにより日常的

【対象・方法】
過去５年間（2015～2019年）に当科外来にて同一

で、所要時間は“患者が知りたい情報のひとつ”であ

術者（経験年数27年～31年）により局所麻酔下に行

り、これらの結果を引用して目安を伝えることによ

った下顎埋伏智歯抜歯について、実際の所要時間を

りラポール形成の向上にもつなげられると考える。

もとに患者の年代別平均値を算出し比較検討を行っ

また、予防的埋伏智歯抜歯の検討においても、侵襲

た。

を考慮するうえで evidence のひとつとなり得る。

【結果】
対象件数は2101例、95％が紹介患者で、平均28.9
歳、20代および30代で全体の３／４を占めた。
抜歯所要時間の平均値は10代の12.9分から30代後
半の19.9分まで、年代が増すごとに延長傾向がみら
れたが、30代後半以降においては有意差は認められ
なかった。
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周術期等口腔機能管理の効果について
○新谷 晃代 仲本 道子
大浜第一病院 歯科・歯科口腔外科

【はじめに】

た。術前に抜歯及び動揺歯牙へのシーネ等の処置を

近年、周術期等口腔機能管理の重要性や効果が認

行った症例16件。術後CRP平均14 mg/dl、発熱期

識されている。今回、全身麻酔下における心臓血管

間平均１日、術後退院までの日数平均18日。非介入

外手術の対象患者に対して、術前ケア介入群と、非

群術後CRP平均18 mg/dl、発熱期間1.8日、術後退

介入群の比較を行い、今後の課題について考察を行

院までの日数平均60日であった。

ったので報告する。
【考察・結語】
【対象・方法】

術前の介入を早期に行うことで、感染源を取り除

2017年４月から2018年３月までの１年間に全身麻

くことが出来、気管内挿入時の偶発症予防、歯の破

酔下で心臓血管手術を行った患者を対象に非介入群

折・脱落を防ぐことが出来ると共に術後の経過にも

と介入群のCRP、発熱期間、術後退院までの日数経

影響があると考えられる。今後もより効果的な管理

過を比較した。

方法を検討し症例数を増やし検討する。

【結果】
47症例のうち介入群42名、非介入群５名。介入群
ではCPIはコード４：15例、コード３：16例であっ

Weaver症候群男児の口腔所見について
Oral findings in a boy with Weaver syndrome
○友利 浩一郎、国吉 初枝、幸喜
医療法人上智会上地歯科医院

奈緒子、上地

【緒言】

智博

【口腔内所見】

Weaver症候群は、出生前からの過成長、特徴的

軽度の上顎前突、上顎左右第一小臼歯間のフレア

な顔貌、骨年齢促進、軽度～中等度の発達の遅れを

アウト、高口蓋、左粘膜下口蓋裂を疑わせる筋状の

呈する症候群である。文献上では1974年のWeaver

粘膜裂痕、相対的巨舌が認められた。歯牙および歯

らによる初報告から現在まで約40の報告が確認でき

周組織の状態は比較的良好であった。

るが、口腔領域ではこれまで３症例の報告が渉猟し
えるのみである。今回、平成24年から当院にて口腔
管理下にあるWeaver症候群男児の口腔所見につい
て報告する。

【考察およびまとめ】
現在まで本症候群特有の口腔所見についてはエビ
デンスに基づいた結論は得られていない。本症候群
の口腔所見を確定させるためには、さらなる専門的

【症例】

精査の記録が必要となる。また、これまで報告され

14歳男性。身長168㎝、体重43kg。全身状態は良

ている症例はいずれも乳児期から幼児期であること

好で痩せ型。顔貌は大頭、疎な頭髪、広い前額、平

から、本症例の成長発達に合わせた継時的な臨床デ

坦な後頭部、両眼開離、大耳、軽度の小下顎および

ータの蓄積も今後の使命となる。

口唇閉鎖不全が認められた。
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当院における訪問歯科医院との病診連携の取り組み
―誤嚥性肺炎患者等の退院後の歯科治療に関するアンケート結果より―
○小山
中村

宏樹、宮良 久美子、梶浦 由加里、河野
博幸（琉球大学病院歯科口腔外科）

【目的】

俊広（医療法人仁愛会浦添総合病院歯科口腔外科）

％③癌患者の歯科治療の受け入れ61％④口腔機能低

当院では本年４月より誤嚥性肺炎のクリニカルパ

下症患者の管理38％⑤訪問歯科治療をおこなってい

ス運用を開始し、当科から嚥下内視鏡検査および口

る25％（内訳：カリエス治療100％、抜歯100％、口

腔ケアでの介入をおこない入院治療期間の短縮を目

腔ケア100%、嚥下リハビリ48％、退院時指導カン

指している。しかし、誤嚥性肺炎の特徴は再発しや

ファレンスへの参加34％）

すいことがあげられ、退院後の口腔内環境および嚥
下機能低下が要因の一つと考えられる。そこで、沖

【結論および考察】

縄県歯科医師会のご協力により今後の病診連携の対

アンケート結果に基づき円滑な病診連携のシステ

応に関するアンケート調査を実施したので、結果お

ム構築を目指す。①誤嚥性肺炎再発の予防：訪問歯

よび考察を報告する。

科医院に口腔ケア等を依頼し、当科より嚥下内視鏡
検査等を用いて適時嚥下機能の再評価をおこなう。

【対象】
沖縄県本島歯科医師会会員

②訪問歯科患者に対する当院からの後方支援：訪問
354名

診療をおこなっている患者で、全身状態のリスクが
高いと思われる患者の短期入院下での多数歯抜歯等

【方法】
FAXによるアンケート回収
【結果】
アンケート回答率25％。質問項目①当院からの紹
介患者の受け入れ78％②車椅子の患者の受け入れ61
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「Letʼs 健康おきなわ21」

お口の健康とウイルス感染
『コロナ禍での
「歯
（は〜）
がんじゅう月間」
』
八重山地区歯科医師会 会長

サザン歯科クリニック院長 砂

川

和

徳

昨年より、沖縄県では県民が歯科口腔（こうく

ウイルスは目、鼻、口から体内に入ってきます

う）保健について関心と理解を深めるよう11月を

が、それだけでは感染は起こりません。歯周病菌の

「歯科口腔保健啓発月間」と定めました。《沖縄県

中にはウイルスが粘膜細胞へ侵入するのを手助けす

歯科口腔保健の推進に関する条例第９条：平成31年

る酵素を産出する細菌がいて、ウイルスが粘膜細胞

３月29日施行》

の中に侵入することにより感染が促進します。

この啓発月間を広く周知するため、親しみやすい

近年、歯周病菌が腸内環境を乱すことが分かって

月間の名称を公募し、多くの応募の中から「歯（は

きました。腸内細菌のバランスが乱れると全身の免

～）がんじゅう月間」となりました。

疫力が低下します。

また、日本歯科医師会では1993年（平成５年）よ
り、11月８日を「い（１）い（１）歯（８）」の語呂合

当然、口腔内の清掃状態が不良だと誤嚥（ごえ
ん）性肺炎のリスクも高まります。

わせでPR重点日として設定し、この日に合わせて

お口を清潔にして口腔内の健康を保つことによ

国民へのさまざまな歯科保健啓発活動を行ってい

り、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス

ます。その他に、４月18日（よい歯の日）、６月４

の感染予防につながります。

日（歯と口の健康週間）、９月第３月曜日（敬老の
日）をPR重点日に定めています。
今年の「歯（は～）がんじゅう月間」はコロナ禍
真っただ中で始まりました。
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、４月に
緊急事態宣言が発出され、多くの歯科医院が、この

with（ウィズ）コロナの今だからこそ、かかりつ
け歯科医院を受診し、お口の状態や歯みがきテク
ニックを確認してみてはいかがですか。
※COVID-19予防五つのおきて＾＾「ソーシャル
ディスタンス」「マスク」「手洗い・うがい」
「３密回避」「歯みがき」

方針に沿って感染予防策を実施しました。患者さん
の受け入れ数を制限し、診療時間の短縮や緊急度の

（八重山毎日新聞

令和２年11月11日掲載）

高い治療に限定するなどを行いました。
日常生活において感染拡大を防ぐために、身体的
距離の確保、マスクの着用、手洗い、「３密」の回
避（密集、密接、密閉）等の「新しい生活様式」が
提唱されました。
幸いなことに新型コロナウイルス感染症第一波は
落ち着きをとり戻し、緊急事態宣言は５月25日に解
除されましたが、まだwith（ウィズ）コロナの日々
は続いています。
むし歯、歯周病やかみ合わせ（入れ歯）の不具合
など口腔内疾患は、全身の病気と密接な関係にあり
ますが、インフルエンザや新型コロナウイルス感染
症などのウイルス性疾患も口腔内疾患と密接にかか
わっています。
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沖縄歯科衛生士学校

Open Campus
オープンキャンパス

沖縄県歯科医師会立 沖縄歯科衛生士学校 教務課 稲嶺
今年度第１回オープンキャンパスが７月12日

直子／上原

もらう体験型、視聴覚室では、年間行事のスライド
ショー、実習室Ⅲではユニットや歯科材料を実際に

（日）に行われました。
例年、高校３年生の進路活動を考慮し、６月のイ

使用しての印象採得のミニ体験実習、その他学校生

ンターハイ県予選終了後の土曜日に行ってきました

活の紹介、在校生との懇談、入試説明と参加者は充

が、新型コロナウイルス感染症の影響によりひと月

実した時間を過ごせたようです。受験生にとって

遅れの開催となりました。教務間でミーティングを

も、新型コロナウイルス感染症の影響は計り知れな

重ね、スタッフや担当する在校生、参加者の徹底し

いものがあります。多くの学校で学生募集関連事業

た感染予防対策を行うことで対面での実施を決定。

の中止が相次ぐ中、県内感染者数の減少期間で実施

参加人数を40名と限定、完全予約制としました。参

できた事は幸いでした。参加者の78％の方々が受験

加申し込みは締め切り一ヵ月前で定員に達し関心の

したいとの結果に、終始おもてなしの心を持って対

高さがうかがえました。当日は参加者と共に、ス

応してくれた在校生に心から感謝です。第２回は

タッフ・在校生も入館前の検温・手洗いの実施・マ

残念ながら中止となりましたが、AO入試のエント

スク・フェイスシールド・防護エプロン着用で、時

リー面談のみオンラインにて実施。例年以上の反応

間を短縮しての開催となりました。実習室Ⅰでは、

に期待が持てそうな予感がしています。

システム実習机や顎模型、基本セットに直接触れて

☆参加者の感想☆
・HPやパンフレットではわからない、学年を超え仲の良い事を聞けたので良かった
・実際に使っている器材にさわれて、どのようなことを学ぶのかイメージができた
・学校の設備が良かった！

歯科衛生士について興味が深まり、充実した時間を過ごせた

・在校生・先生方が優しく、丁寧で、楽しく過ごせたのでここに決めたいと思った

令和２年度

オープンキャンパスアンケート結果（アンケート回答者37名）

質問１．本日のオープンキャンパスは何で知り
ましたか？（複数回答可）

進路（担任）の先生 4%

その他 2%

知人・友人 11%

１．ホームページ

チラシ
26%

２．オープンキャンパスチラシ
３．知人・友人

HP 57%

４．進路（担任）の先生
５．その他

その他 3%
家族
14%

質問２．進路を決める時、情報収集は？
１．インターネット
２．進路室の先生（担任の先生）
３．家族（または親戚）
４．その他（パンフレット、ガイダンス）
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進路（担任）の
先生 31%

インター
ネット
52%
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質問３．オープンキャンパスの内容について
①模擬実習（印象採得）

〈理

由〉

良かった

37名

・歯科衛生士学校ならではの体験が出来た

普通

０名

・先輩が優しく教えてくれた

あまり良くなかった

０名

・丁寧で

②実習システム机・手洗い

とても分かりやすい

〈理

由〉

良かった

36名

・器具に触ることが出来て興味が持てた

普通

１名

・どんな風に実習するかイメージできた

あまり良くなかった

０名

・将来が楽しみになった

③在校生との懇談

〈理

由〉

良かった

37名

・気になることを直接、在校生に聞くことが出来て良かった

普通

０名

・HPやパンフレットにはないことを聞けて良かった

あまり良くなかった

０名

☆オープンキャンパスの様子☆

衛生的手洗い

印象採得実習
入館前検温 在校生と懇談

ソーシャルディスタンス
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受章おめでとうございます

祝
瑞宝双光章受賞
伊波歯科医院 伊 波

徹 先生

この度、はからずも令和２年春の叙勲を受章いたしました事を心より感謝
いたします。
なお、５月14日に予定されていました皇居の参内、天皇陛下への拝謁は
「新型コロナウイルス感染症」防止の観点から中止になりました。
勲記 勲章の伝達は７月28日に沖縄県歯科医師会で受けることができました。
昭和51年に那覇市で開業、57年地元読谷村に移転と両地区の学校歯科医と
して関わり、又県歯科医師会や地区歯科医師会の役員、衛生士学校の講師と
して務めさせていただきました。
今後とも、会員の先生方のご指導とご協力を仰ぎながら、ライフワークと
しての障害者や高齢者の診療を続けられるように精進したいと思います。
ありがとうございました。
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①氏名
（ふりがな）
②生年月日
③出身大学・卒業年度
④歯科医院名・所在地

あずま

てっ

①東

⑤当院では治療の流れに関する説明をきちんと行っ

ぺい

哲

⑤医院の特徴・
ＰＲ
⑥趣味・マイブーム・自己紹介
⑦家族構成・ペット等
⑧県歯科医師会に望むこと

平

②1977年９月21日
③九州歯科大学

たうえで治療をいたします。安全で安心できる治
療を、子供から大人まで幅広く行います。お口の
トラブルや痛みでお困りの方おは、ぜひ当院まで
お気軽にご相談下さい。
⑥釣り、音楽、語学学習（英語、中国語）が趣味です。
⑦母・姉・兄・弟・うさぎ
⑧研修会をもっと多くしていただきたいです。

④メイプル歯科
沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山 1404-2
コーポ KAZU1F

み

①三

うら

たか

浦 崇

ふみ

史

②1981年７月８日

③福岡歯科大学 2006卒

⑥私は福岡歯科大学の小児歯科に 4 年間在籍を
し、その後大好きな沖縄に 10 年程生活をし、こ
の度開業に至りました。趣味は、サッカー、シュ
ノーケリング、愛犬と散歩、お酒が大好きです。
⑦妻、子（２人）トイプードル（１匹）
⑧沖縄に移住して 10 年程経ちますが、まだまだ解
らないことだらけの若輩者です。どうか会員の先

④サン歯科こども歯科クリニック

生達と仲良く、地域医療に貢献できる様、頑張り

沖縄県宜野湾市伊佐 3 丁目 8 − 14

たいと思いますので、御指導、御鞭撻の程宜しく

グランナール 1F

お願い致します。

⑤小児歯科を中心とし、こどもから大人まで、皆様
のお口の健康を守り、治療から始まり、予防歯科
へと移行する「cure to care」を目指す歯科医
院です。
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８０２０達成者認定証の発行について
平素より本会会務運営にご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
平素より本会会務運営にご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、このたび本会では会員からご推薦いただいた８０２０達成者に標記の認定証を発行す
さて、このたび本会では会員からご推薦いただいた８０２０達成者に標記の認定証を発行す
る事といたしました。
る事といたしました。
つきましては、該当者がいらっしゃいましたら別添の推薦様式にて、ご推薦いただきたく存
つきましては、該当者がいらっしゃいましたら別添の推薦様式にて、ご推薦いただきたく存
じます。
じます。
過去に８０２０表彰を受けていらっしゃる方も認定証という事で改めて対象になります。
過去に８０２０表彰を受けていらっしゃる方も認定証という事で改めて対象になります。
認定証は会員診療所に送付いたしますので、会員から達成者にお渡しいただきたく存じます。
認定証は会員診療所に送付いたしますので、会員から達成者にお渡しいただきたく存じま
また、県全体の達成者の中から代表者数名を選出し、歯っぴ〜ファミリー劇場での表彰を予
す。
定しています。
会員各位のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
会員各位のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

見本

連絡先
沖縄県歯科医師会事務局
沖縄県歯科医師会事務局（担当：金城）
TEL：098-996-3561 FAX：098996-3562
TEL：098-877-1811
FAX：098-877-7925
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８０２０達成者推薦書

沖縄県歯科医師会会長

殿

推薦者
医院名：
氏

名：

令和
平成

年
年

月
月

日
日

以下の通り推薦申し上げます。
８０２０達成者推薦書
ふりがな

氏

性

名

生 年 月 日（ 年 齢 ）

男・女

明 ・ 大 ・ 昭
〒（

ご 本 人 連 絡 先

別

住

年
−

月

日

（

）歳

）

所

電話番号
現

在

歯

数

自

立

状

態

（あてはまるものに○）

補

綴

状

態

（あてはまるものに○）

特

記

事

本
① 自力歩行可

② 介助有りで歩行可

④ 外出困難

⑤ その他（

①不

要

②良

好

③ 車いす
）

③要 改 善

項

※県歯事務局へ郵送またはＦＡＸにてご提出ください

（FAX：098-996-3562）
（FAX：098-877-7925）
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●令和２年
月 日（水曜日）

８

19

●令和２年
月

９

日（水曜日）

16
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●琉球新報

令和２年
月

８

日（木曜日）

27
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●琉球新報●沖縄タイムス
令和２年 月 日（日曜日）
11

１
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■ 令和２年度 第８回定時理事会 令和２年７月28日（火） 午後８時 口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．第578回社会保険診療報酬支払基金沖縄支部幹事会出席報告
２．第２回沖縄県立学校保健研究協議会出席報告
３．令和２年度指導・監査等の実施に係る連絡会議出席報告
４．医療機関・医療従事者支援策の周知について
５.「疑義解釈資料の送付について（その23）」について
６．歯科用貴金属価格の随時改定Ⅰについて（令和２年10月）について
７．帰国者・接触者外来等の医療機関における新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム
（HER-SYS）の利用促進について
８．「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」（県事業名「新型コロナウイルス感染症防止
対策地域医療機関等支援事業」）に係る補助について（沖縄県保健医療部医療政策課）
９．新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の実施について（沖縄県地域保健課）
10．令和２年度日本学校歯科医会主催「基礎研修」「更新研修」の開催について
11．九州大学大学院歯学研究院「災害歯科口腔医療シンポジウム」の開催について
12．令和２年度「歯科医療関係者感染症予防講習会」の実施について
13．母子保健医療対策総合支援事業における令和２年度第二次補正予算に係るＱ＆Ａ（令和２年７月20日
時点）について
14．委員会報告
①保 険
Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会疾病共済金給付申請について
２．沖縄県歯科医師会会員（第３種会員）の退会について
Ⅲ．議事事項
第１号議案

「訪問診療はじめの一歩」講演会の共催依頼（南部地区歯科医師会）に関する件

第２号議案
第３号議案

健康づくり支援事業「リーダー養成講習会」にける講師依頼に関する件
社会保険診療報酬支払基金沖縄支部幹事の改任に伴う幹事候補者の推薦に関する件

第４号議案
第５号議案
第６号議案
第７号議案

令和２年度保険委員会委員の辞任・後任推薦に関する件
学校運営委員欠員補充に関する件
大城マネジメント研究所委託契約に関する件
令和２年度沖縄県後期高齢者医療広域連合歯科健診事業委託契約に関する件

IV．協議事項
１．DOチェックサーバーについてて
Ⅴ．その他
１．オンライン資格確認の導入について
■ 令和２年度 第９回定時理事会 令和２年８月11日（火） 午後８時 口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．第579回社会保険診療報酬支払基金沖縄支部幹事会出席報告
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２．令和２年度第１回沖縄県後期高齢者医療制度運営懇話会出席報告
３．令和２年度第１回沖縄県国民健康保険運営協議会出席報告
４．介護給付費等審査委員会出席報告
５．令和２年度第２次補正予算医政局所管補助事業に係る事業計画書の提出について
６．医療機器の保健適用について
７．｢シュミレーション基盤型教育セミナーオンライン版（Fun Sim J Online）｣開催について
８．支給決定通知書の送付につきまして（雇用調整助成金）
９．令和２年度日本歯科医師会会長表彰候補者の審査結果について
10．医療機関における院内感染対策のための自主点検等について
11．毎月勤労統計調査（第二種事業所）に対する調査協力依頼について
12．新型コロナウイルス感染症に係るアンケート調査結果について
13．新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告の
取扱いについて
14．新たな感染症を踏まえた歯科診療ガイドライン
15．医療機関・医療従事者支援策の周知について
16．労災レセプト電算処理システムの利用促進に係る協力依頼について
17．令和２年度｢『見える』安全活動コンクール｣の実施等について
18．令和２年医療施設静態調査、患者調査及び受療行動調査の協力依頼について
19．令和３．
４年度｢生きる力を育む歯・口の健康づくり推進事業｣推進学校（地域）推薦について
20．令和２年労働衛生コンサルタント試験受験講習会の開催について
21．委員会報告
①学校歯科
Ⅱ．承認事項
１．第63回沖縄県社会福祉大会の協賛方について
２．沖縄県歯科医師会疾病共済金給付申請について
３．第34回世界食料デー沖縄大会後援名義使用について
４．令和２年度｢薬と健康の週間｣の後援名義使用について
Ⅲ．議事事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

第54回沖縄県母子保健大会における大会表彰候補者の推薦に関する件
第54回沖縄県母子保健大会における県知事表彰候補者の推薦に関する件
未収金の処理に関する件

第４号議案
第５号議案
第６号議案

沖縄県歯科医師会会員の種別に関する件
沖縄県歯科口腔保健啓発月間事業委託契約に関する件
2020年度新型コロナウイルス感染症に伴う社会活動支援（助成金）に関する件

第７号議案
第８号議案
第９号議案

県歯・地区会長会における会議費に関する件
沖縄県歯科医師会創立100周年記念式典・祝賀会に関する件
臨床実習施設の追加申請に関する件

IV．協議事項
１．令和３年度九州口腔衛生学会の開催について
Ⅴ．その他
１．会館貸出しの際の感染対応について
２．釣り大会について
３．サンスターファミリーミュージカルについて
４．今後の理事会・委員会開催について
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５．親子で歯っぴ～プロジェクト（５歳児版）について
６．問診票についてて
■ 令和２年度 第10回定時理事会 令和２年８月25日（火） 午後８時 口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．令和２年度第１回沖縄県歯科ＳＵＮ会議小委員会開催報告
２．令和３年度九地連公募研究事業応募・採択要領について
３．令和４年度九地連公募研究事業のテーマについて
４．施設基準対応オンラインセミナーの開催について
５．職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について
６．ＷＨＯ発出のガイダンス（８月３日）に対する日歯見解について
７．前歯ＣＡＤ／ＣＡＭ冠に期中導入について
８．区分Ｃ２（新機能・留意事項変更）における医療機器の保険適用について
９．防災推進国民大会2020の開催について
10．｢ＡＭＲ対策歯科臨床セミナー｣の開催について
11．沖縄県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業給付決定通知について
12．歯科医療機関「みんなで安心マーク」について
13．｢歯科技工士の人材確保対策事業｣研修プログラムの案内について
14．委員会報告
①地域保健
②学校
③学術
④センター
⑤医業経営
⑥保険
Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会会員の入会（第１種、第２種、第３種）について
２．令和２年度沖縄県結核予防週間の後援について
Ⅲ．議事事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

令和３年秋の叙勲・褒賞候補者の推薦に関する件
職員の人事異動に関する件
令和２年度沖縄県歯科医師会新年会及び表彰等合同祝賀会に関する件
第34回沖縄県歯科医学会に関する件

IV．協議事項
特になし
Ⅴ．その他
１．沖縄県口腔保健医療センターの使用申込みについて
２．新聞論壇掲載について
■ 令和２年度 第11回定時理事会 令和２年９月８日（火） 午後８時 口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．令和２年度九州口腔衛生学会幹事会参加報告
２．第42回九州口腔衛生学会総会・シンポジウム参加報告
３．令和２年度都道府県歯科医師会学術担当理事連絡協議会参加報告
４．｢特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特定保険医療材料（使用歯科
材料料）の算定について｣の一部改正について
５．医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保などに関する法律 第二条第十五項に規定する
指定薬物及び同法第七六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について
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６．新型コロナウイルス感染症等感染防止対策実施歯科医療機関 みんなで安心マーク事業に係る取り組みについて
７．｢みんなで安心マーク｣申請代行用紙について
８．令和２年度災害歯科保健医療体制研修会及び災害歯科保健医療アドバンス研修会の実施について
９．｢フッ化物を配合する薬用歯みがき類の使用上の注意について｣の一部改正について
10．区分Ｃ２（新機能・留意事項変更）における医療機器の期中導入等について
11．委員会報告
①調査広報

②学校

③地域保健

Ⅱ．承認事項
１．｢第７回世界ウチナーンチュ大会｣実行委員会委員への就任について
２．沖縄県歯科医師会会員退会について
３．沖縄県歯科医師会死亡共済金給付申請について
４．沖縄県歯科医師会疾病共済金申請について
５．産前産後休暇及び育児休暇の申請について
Ⅲ．議事事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

令和２年度日本歯科医師会会員有功章授章候補者の推薦に関する件
クリニカアドバンテージＹ字フロス推奨用採用（ライオン株式会社）の依頼に関する件
９月会誌発行に関する件

IV．協議事項
特になし
Ⅴ．その他
１．歯科医師会への問い合わせについて
■ 令和２年度 第12回定時理事会 令和２年９月23日（水） 午後８時 口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．第580回社会保険診療報酬支払基金沖縄支部幹事会出席報告
２．九州各県専務理事会開催報告
３．都道府県歯科医師会医療管理・情報管理担当理事連絡協議会出席報告
４．新型コロナウイルス感染症に係るアンケート調査について
５．令和２年度歯科健診事業にかかる新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業実施・延期・中断等の方針
（案）について
６．歯科医師による新型コロナウイルスのＰＣＲ検査の検体採取に係る実施報告について
７．救急医薬品等販売の案内について
８．「防災推進国民大会2020」のチラシ送付について
９．協力の申し出をいただいた企業に関する情報（経済産業省製造産業局）について
10．令和２年度の医療法第25条第１項の規定に基づく立ち入り検査要領の一部改正について
11．新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった医療関係施設等に対する融資について
12．令和２年度一般社団法人日本学校歯科医会会長表彰被表彰者の決定について
13．委員会報告
①学校
②センター
③学校歯科
④学術
Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会会員死亡共済金に関する件
２．産前産後休暇及び育児休暇の申請について
３．職員の退職について
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Ⅲ．議事事項
第１号議案

沖縄県歯科医師会推奨品認定（沖縄森永乳業株式会社）に関する件

第２号議案 沖縄県歯科医師会推奨品認定（サンスター株式会社）に関する件
第３号議案 全国歯科医師会職員福祉年金に関する件
第４号議案 学校歯科医制度90周年及び法人設立50周年事業記念文部科学大臣表彰被表彰候補者の推薦に
関する件
IV．協議事項
特になし
Ⅴ．その他
１．オンライン資格確認導入顔認証付きカードリーダー申請状況について
２．令和２年度「九州」「中国・四国」地区歯科医師会役員連絡協議会の中止及び協議題について
■ 令和２年度 第13回定時理事会 令和２年10月13日（火） 午後８時 口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．令和２年度第１回九地連会長会議出席報告
２．第581回社会保険診療報酬支払基金沖縄支部幹事会出席報告
３．第４回沖縄県立学校保健会研究協議会出席報告
４．令和２年度九州各県歯科医師会学術担当者会出席報告
５．令和２年度沖縄県私立専修学校授業料等減免事業補助金交付決定通知書について
６．医療機器の保険適用について
７．新型コロナウイルス感染症に対応した医療機関等への更なる支援について
８．電子レセプトにおける記載事項等の記載方法について
９．｢沖縄県国民健康保険運営方針（第２期）（素案）｣に対する県民意見募集について
10．オールインワン決済端末導入の案内について
11．ＧＥ健康保険組合による歯科健診キャンペーンの実施について
12．歯科保健事業功労者の表彰について
13．独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制度に関する集中広報の周知について
14．｢歯と口の健康シンポジウム2020｣オンライン配信のお知らせについて
15．｢第３回日本オープンイノベーション大賞｣候補者の公募について
16．｢新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金｣の支給要件の見直
し及び｢母性健康管理措置等に係る特別相談窓口｣の開設に関する周知への協力依頼について
17．持分の定めのない医療法人への移行計画の認定の要件について
18．｢令和２年度沖縄県認知症サポート医フォローアップ研修｣の開催について
19．｢令和２年度沖縄県かかりつけ医認知症対応力向上研修｣の開催について
20．感染拡大防止等支援事業補助金交付決定について
21．令和２年度共同募金への協力依頼について
22．インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保に係る診療時間等の変更に係る医
療法上の取扱いについて
23．委員会報告
①調査広報
⑤学校歯科

②医療管理・医業経営
⑥センター
⑦学校

③保険

④地域保健

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会災害共済金給付申請について
２．沖縄県歯科医師会会員退会について
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Ⅲ．議事事項
第１号議案

Web講演会講師依頼（琉球大学医学部附属病院）に関する件

第２号議案
第３号議案
第４号議案

推奨品継続延長（ライオン株式会社）に関する件
デンタルフェアの共催（南部地区歯科医師会）依頼に関する件
令和２年度第１回臨時代議員会開催日に関する件

第５号議案
第６号議案
第７号議案

沖縄県歯科医師会会長予備選挙開催日に関する件
令和２年度沖縄県医事功労者知事表彰候補者の推薦に関する件
電力会社（沖縄コープエナジー）契約に関する件

IV．協議事項
１．電力の自由化について
２．久米島町内保育所（園）・幼稚園・小学校・中学校歯科健診依頼について
３．久米島町における歯科医院について
Ⅴ．その他
１．産前産後・育児休暇補充職員について
２．施設借用依頼について
３．九地連会長会・協議会（Web会議）について
４．令和３年度沖縄県立学校(高等学校・特別支援学校)の健康診断業務の見積もりについて
■ 令和２年度 第14回定時理事会 令和２年10月27日（火） 午後８時 口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．令和２年度九州各県歯科医師会社保担当者会出席報告
２．令和２年度九州各県広報担当者会出席報告
３．令和２年度沖縄県歯科医師認知症対応向上研修会開催報告
４．第48回日本歯科麻酔学会総会・学術大会参加報告
５．令和２年度歯科健診事業の中止について
６．歯科医業経営実態調査の実施及び協力依頼について
７．第78回全国小学生歯みがき大会参加小学校募集の協力依頼について
８．医療ガスの安全管理について
９．予備費を活用した医療機関等への更なる支援について
10．令和３年度研究助成募集の案内について
11．令和２年度版沖縄県後期高齢者医療保険料納付促進ポスターの掲示について
12．令和３年経済センサス・活動調査及び企業構造の事前確認について
13．令和３年度概算要求―歯科保健医療施策の概要―について
14．医療施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）
15．令和２年度学校保健及び学校安全表彰（文部科学大臣表彰）の被表彰者について
16．委員会報告
①学 術
Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会会員（第３種会員）の退会について
２．沖縄県歯科医師会災害共済金給付申請について
３．育児休暇の延長願いについて
Ⅲ．議事事項
第１号議案
第２号議案
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沖縄県歯科医師会会費の減免申請に関する件
感染症対策実施歯科医療機関｢みんなで安心マーク｣に関する件
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第３号議案
第４号議案

外部団体会議旅費支給内規に関する件
歯～がんじゅう月間ＰＲ企画提案書（ラジオ沖縄）に関する件

IV．協議事項
１．令和３年度事業計画について
Ⅴ．その他
１．伺い書について
２．令和３年度口腔保健医療センター助成金について
■ 令和２年度 第15回定時理事会 令和２年11月10日（火） 午後８時 口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．令和２年度九州各県歯科医師会地域保健担当者会参加報告
２．令和２年度第２回沖縄県歯科ＳＵＮ会議小委員会開催報告
３．令和２年度指導監査の実施にかかる歯科連絡会議出席報告
４．令和２年度九州各県歯科医師会医療管理担当者会参加報告
５．令和２年度九州各県歯科医師会医療安全担当者会参加報告
６．区分Ｃ２（新機能・新技術）における医療機器の保険適用について
７．医療機器の保険適用について
８．｢オンライン資格確認等に関するセキュリティガイドライン」及び「顔認証付きカードリーダー申込後
のオンライン資格確認等システムの利用申請」について
９．｢第16回在宅医療推進フォーラム｣開催の案内について
10．第36回小児保健セミナー開催のお知らせについて
11．令和２（2020）年度沖縄県入退院支援連携デザイン事業在宅医療介護連携に係る多職種研修の開催について
12．新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度の創設について
13．委員会報告
①地域保健
②医療管理・医業経営
Ⅱ．承認事項
１．第54回沖縄県知的障がい者教育・福祉・就労研究大会の後援について
２．産前産後・育児休暇の変更申請について
３．第32回沖縄県立学校保健研究大会の後援について
Ⅲ．議事事項
第１号議案

｢第12回日本介護支援専門員協会九州・沖縄ブロック研究大会in沖縄」及び「第17回沖縄県介
護支援専門員研究大会」開催における後援名義の使用に関する件

第２号議案
第３号議案
第４号議案

休日救急歯科診療の存続に関する件
歯科衛生士学校４階ホール柱修繕に関する件
歯科衛生士学校Ｘ線装置システム移設等に関する件

IV．協議事項
１．令和３年度事業計画について
２．会員通知同封における送料について
３．令和２年度第１回沖縄県・沖縄県歯科医師会連絡会議に係る議題について
Ⅴ．その他
１．九州地区学校歯科医会役員連絡協議会の開催について
2021．８．28（土）
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心安らぐ時間
今年は待望の長男が生まれ、おしゃべりで明るい姉二人に似て、とても笑顔が多く、いつもニコニ
コしています。そんな子供達に癒されます。
私の最近のお気に入りは、ジェットスキーに乗って、水平線を眺めている時、自然の偉大さを肌で
実感出来る瞬間です。
コロナ禍で、中々安らぐ時間を作ることが難しいかもしれませんが、少しでもリラックス出来る時
があるといいですね。
今年も残すところ、あと少しとなりました。皆でコロナ禍を乗り切っていきましょう。
久手堅

淳

沖縄県歯科医師会は、隔週で沖縄タイムスの「歯の長寿学」欄に
沖縄県歯科医師会は、隔週で沖縄タイムスの「歯の長寿学」欄に
会員の先生のコラムを掲載しています。
会員の先生のコラムを掲載しています。
内容は、歯の健康にまつわる事なら、なんでも構いません。
内容は、歯の健康にまつわる事なら、なんでも構いません。
報酬はありませんが、
医院名や先生のお名前は掲載されますので、
報酬はありませんが、
医院名や先生のお名前は掲載されますので、
イメージアップにつながるかと思います。
イメージアップにつながるかと思います。
１．掲載内容：歯の健康について(分かりやすく中学生が理解できる程度で、面白い内容でお願いします)
１．掲載内容：歯の健康について(分かりやすく中学生が理解できる程度で、面白い内容でお願いします)
２．文字数：800字
３．掲載日：第３水曜日
２．文字数：800字
３．掲載日：第３水曜日
４．送付先：沖縄県歯科医師会事務局
４．送付先：沖縄県歯科医師会事務局
・Fax：098-996-3562 ・郵送：〒901-1105
・郵送：〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川218-1
沖縄県島尻郡南風原町字新川218-1
・メール：okisi@okisi.org ・Fax：098-996-3562
・メール：okisi@okisi.org
５．原稿料：なし
５．原稿料：なし
原稿の採用および掲載日については、広報委員会に一任頂きたいと思います。
広報委員会に一任頂きたいと思います。
＊誠に申し訳ありませんが、原稿の採用および掲載日については、
＊誠に申し訳ありませんが、
＊同じタイトルや同じような内容の投稿に関しては、掲載されないこともあります。
＊同じタイトルや同じような内容の投稿に関しては、掲載されないこともあります。
＊掲載が決まりましたら事前に校正していただくことがございます。
＊掲載が決まりましたら事前に校正していただくことがございます。
＊ご不明な点がございましたら、事務局または広報委員までお問い合わせください。
＊ご不明な点がございましたら、事務局または広報委員までお問い合わせください。

沖縄県歯科医師会HPについて
沖縄県歯科医師会HPについて

沖縄県歯科医師会のホームページ(http://www.okisi.org/)では、「歯医者をさがす」のコーナーで、会員の
沖縄県歯科医師会のホームページ(http://www.okisi.org/)では、「歯医者をさがす」のコーナーで、会員の
先生方の医院の紹介をしています。内容に誤りや変更がある場合、訂正いたしますので、事務局までご
先生方の医院の紹介をしています。内容に誤りや変更がある場合、訂正いたしますので、事務局までご
連絡ください。
連絡ください。
また、ホームページ全体の改善点やご要望がありましたら、事務局または広報委員まで、ご意見お寄せ
また、ホームページ全体の改善点やご要望がありましたら、事務局または広報委員まで、ご意見お寄せ
ください。
ください。
広報委員：梅村 誠、島袋
誠、島袋 亮、長嶺
亮、長嶺 和弘、関塚
和弘、関塚 知義、前城
知義、前城 康一、本永
康一、本永 昌代、久手堅
昌代、久手堅 淳
淳
広報委員：梅村

令和２年４号
印刷日：令和２年11月30日
発行日：令和２年11月30日
隔月発刊
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入・退会状況（１種・２種・終身正会員）
種

別

入・退会状況（３種・４種準会員）

男

女

計

地

区

入

会

者

4

1

5

入

会

者

2

0

2

退

会

者

3

0

3

退

会

者

2

0

2

1

1

2

0

0

0

計

計

※前回会誌発行月（７月）より入･退会状況

会員動静（新入会員７名）
氏

名

生年月日

医

院

名

就業所所在地

出

身

校

卒業年月 会員種別

入会日

竹

谷

のぞみ

S54.3.21

のんたん歯科クリニック

中頭郡北中城村仲順39

北海道医療大学

H16.3

第1種

令和2年7月1日

照

屋

幹

S57.8.8

照屋歯科医院

沖縄市久保田3-11-1プラザハウス2F

北海道医療大学

H21.3

第1種

令和2年8月1日

哲

平

S52.9.21

メイプル歯科

島尻郡南風原町字津嘉山1404-2コーポKAZU1F

九州歯科大学

H26.3

第1種

令和2年9月1日

福岡歯科大学

H18.3

第1種

令和2年9月1日

東
三

浦

崇

史

S56.7.8

サン歯科こども歯科クリニック

宜野湾市伊佐3丁目8-14 グランメール1F

松

川

拡

幹

H6.9.16

松川歯科医院

沖縄市泡瀬4-39-5

朝日大学

R2.3

第3種

令和2年9月1日

鬼

頭

雄

大

H6.12.2

松川歯科医院

沖縄市泡瀬4-39-5

朝日大学

R2.3

第3種

令和2年9月1日

外

間

宏

行

S58.2.19

ほかま歯科クリニック

那覇市首里鳥堀町1-9

北海道医療大学

H26.3

第2種

令和2年10月1日

異動会員（1 名）
氏
照

屋

名
正

日
信

付

令和2年8月2日

理

由

1種会員→2種会員（中部地区会員）

退会会員（５名）
氏

名

日

付

理

由

神

元

繁

一

令和2年8月11日

ご逝去（北部地区歯科医師会）（終身会員）

松

本

康

広

令和2年7月13日

一身上の都合（3種会員）

西垣内

敬

仁

令和2年8月31日

県外異動のため退会（1種会員）

屋

宜

宣

寿

令和2年9月30日

一身上の都合（中部地区歯科医師会）（2種会員）

高

原

雅

彦

令和2年10月10日

一身上の都合（3種会員）

令和２年度
新規事業
★3種被保険者の歯科健診実施ご協力のお
願い（本部事業）
節目の年齢に達する１種組合員と２

◆院長の皆様へ◆
歯科疾患を早期に発見し予防等に努め、全身の健

種組合員

康保持増進をはかることを目的としております。ど

⑵⑴で対象になった１種組合員家族

うかご協力お願い致します。

（年齢問わず）

【対 象 者】３種組合員及び３種組合員家族

⑶本年度中に20歳以上の５歳ごとの

（18歳以上）

節目の年齢に達する３種組合員

【受診期間】～令和３年２月末日

【支 給 額】同一年度内に受診した健診に対し

【実施場所】３種組合員が雇用されている歯科医院

30,000円を限度に支給

【支 給 額】歯科健診に係る歯科健診文書料及び指

支部補助分：１種・２種組合員及び１

導料は、支部事務所より受診者１名に

種組合員の配偶者は補助最高限度額

つき500円（実施期間内１回限り）を

20,000円、３種組合員は10,000円

実施医療機関へ支給致します。

【申請期間】令和２年４月１日～
令和４年３月31日

【申請方法】『全国歯科医師国民健康保険組合歯科

※支部必着

健診票』へ健診結果をご記入頂き、組

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、

合提出用の健診票を支部事務所へご提

令和２年度の節目健診対象者に限り、実施期間

出お願い致します。

及び申請期限を１年延長します。

【申請期間】～令和３年３月末日

※支部必着

令和４年３月20日

※支部事業分締切

●申請手続きに必要な書類●

★インフルエンザ予防接種補助の支給申請
（本部・支部事業）
被保険者（後期高齢者組合員を除く）がインフル
エンザの予防接種を受けたときに申請により費用の
一部を支給します。

□節目健診補助金支給申請書
□対象となる健診の領収書

★人間ドッグ（支部事業）
対象者は人間ドックなどの健診が可能な医療機関

【支 給 額】年度ごと１名につき、3,000円を限度
に支給

で受診後、申請書類を支部事務所までお送りくださ
い。

【申請期間】令和２年４月１日～
令和３年３月31日

※支部必着

令和３年３月20日

※支部上乗せ分締切

●申請手続きに必要な書類●
□インフルエンザ予防接種補助金申請書
□領収書（予防接種日、医療機関名、医療機関印、

【対 象 者】１種・２種組合員及びその配偶者
【支 給 額】同一年度内に受診した健診に対し
30,000円を限度に支給
※保険証を使用しての受診は対象外
令和３年３月20日締切
●申請手続きに必要な書類●

予防接種受診者名、インフルエンザの予

□人間ドッグ補助金支給申請書

防接種であることが明記されたもの）

□対象となる健診の領収書

◎13歳未満は１名につき、5,000円を限度に支給

★節目健診（本部・支部事業）

★がん検診（本部事業）
がん検診を行うことにより、がんの予防及び早期

対象者は人間ドックなどの健診が可能な医療機関

発見を推進し、がんによる死亡率の減少、医療費を

で受診後、申請書類を支部事務所までお送りくださ

抑制するために検診受診者に対して検診費用の一部

い。

を補助します。（それぞれ年１回受診）

【対 象 者】⑴本年度中に30歳以上の５歳ごとの

※全額自費による検査の場合のみ支給対象となります。

【検診の種類】

【対象者】 【限度額】

胃がん1（胃内視鏡検査）

50歳以上

8,900円

胃がん2（胃部X線検査）

40歳以上

6,400円

子宮頸がん（視診、子宮頸部の細胞診及び内診）

20歳以上

3,400円

肺がん1（胸部X線検査）

40歳以上

1,800円

肺がん2（胸部X線検査及び喀痰細胞診）

40歳以上

3,100円

乳がん（乳房X線検査or視触診及び乳房X線検査）

40歳以上

4,200円

大腸がん（便潜血検査）

40歳以上

1,300円

【申請期間】令和２年４月１日～
令和３年３月31日

※支部必着

●申請手続きに必要な書類●
□がん検診補助金支給申請書
□対象となる検診の領収書

【対 象 者】３種組合員（節目健診該当者を除く）
【支 給 額】同一年度内に受診した健診に対し
6,000円を限度に支給
【申請期間】令和３年３月20日締切
●申請手続きに必要な書類●
□健康診断補助金支給申請書
□対象となる健診の領収書

★高齢者肺炎球菌ワクチン接種補助金
（支部事業）
【対 象 者】
満65歳以上75歳未満のすべての被保険者（但し

※人間ドックなどの総合健診の場合は、がん検診

過去５年間において１度も接種していない者）肺炎

の種類・金額の内訳がわかる書類が必要です。

球菌ワクチン接種を受けたときに申請により費用の
一部を支給します。

★特定健診・特定保健指導実施ご協力のお
願い（本部事業）
特定健診・特定保健指導は、内臓脂肪症候群（メ
タボリックシンドローム）に着目し、その要因と

【支 給 額】接種に対し5,000円を限度に支給
【申請期間】令和３年３月20日締切
●申請手続きに必要な書類●
□高齢者肺炎球菌ワクチン接種補助金支給申請書
□対象となる領収書

なっている生活習慣の改善に向けて保健指導などの
健康づくり支援を行い、糖尿病などの生活習慣病の
有病者・予備群を減少させることが目的です。
【対 象 者】40～74歳
【受診時にお持ち頂くもの】
・セット券（特定健康診査の「受診券」と特定保健
指導の「利用券」がセットになった券）
・国民健康保険被保険者証
・質問票（医療機関にもございますが、予めご記入
頂きますとスムーズです。全国歯HPからダウン
ロードして頂けます。）
※受診券を紛失された際は、支部事務所までご連絡
下さいますようよろしくお願い致します。再発行
の手配をいたします。
◆HPに掲載しております特定健診バナー内「実施
機関一覧表」の当日保健指導欄もしくは健診当日
初回面接に○がある医療機関にて特定健康診査当
日に特定保健指導の初回面接も受けて頂くことが
可能です。

★健康診断（支部事業）
対象者は健診が可能な医療機関で受診後、申請書
類を支部事務所までお送りください。

新型コロナウイルス感染症により重篤、収入
減少した組合員に係る国民健康保険料の免除申
請の締切が令和２年12月末までとなっておりま
す。
申請忘れのないようご留意下さい。
申請には免除基準を設けておりますので、ご
不明な点がございましたら
沖縄県支部
せ下さい。

TEL098-996-3571まで問い合わ

こんなときは支部事務所までご連絡ください
◎資格喪失後、全国歯の被保険者証を使用して受
診したとき

◎被保険者証を紛失したとき

全国歯の被保険者の資格喪失後に、全国歯の被保

●申請手続きに必要な書類●

険者証を使用して医療機関等を受診された場合、保

□被保険者証再交付申請書

険者が負担した７割または８割の医療費について、

□被保険者証返納不能届書

ご本人に請求させていただきます。
また、新しい被保険者証の詳しい情報と手続きに

□始末書

◎家族が修学のため居住地を離れるとき

必要な書類をご提出いただければ、保険者間調整が

●申請手続きに必要な書類●

可能な場合があります。お気軽に支部事務所までご

□該当届

相談ください。

※家族が修学のため居住地を離れる時には組合への

◎交通事故や傷害事故にあったとき
交通事故や傷害事件による病気やけがの医療費は
本来、被害者の過失を除いて加害者が負担すべきもの

□在学証明書の写し

届け出が必要です。
※申請されたのちに居住地に戻ってこられた場合に
は非該当の届け出が必要です。

連絡ください。被保険者証を使って診療を受けた保険

◎長期入院・介護施設入所等のため居留地を離れ
るとき
●申請手続きに必要な書類●

者負担分を加害者に請求する手続きを行います。また

□該当届

です。事件事故に巻き込まれた場合、支部事務所にご

骨折、捻挫、打撲などの外傷のけがで被保険者証を使
用された方に、支部事務所から負傷の原因などをお伺
いすることがありますのでご協力をお願いします。
◎結婚などで家族が全国歯に加入するとき
●申請手続きに必要な書類●

□入所証明書等の住所が確認できる書類

◎退職等により組合員の資格を喪失するとき
●申請手続きに必要な書類●
□資格喪失届
□被保険者証
（お持ちの方はその他の証も合わせて必要）

□資格取得届（家族追加加入用）
□世帯全員の住民票（個人番号除く）
□加入する方の以前加入の健康保険資格喪失証明書
（市町村国保の場合は被保険者証の写し）
□健康保険適用除外承認申請書（該当者のみ）

■お問い合わせ先■
不明な点は支部事務所までお気軽にお問い合わ
せください。

□70歳以上の方は市町村民税課税証明書

全国歯科医師国民健康保険組合

◎子供が生まれて全国歯に加入するとき

住所

●申請手続きに必要な書類●
□資格取得届（家族追加加入用）
□世帯全員の住民票（個人番号除く）

沖縄県支部

〒901-1105
南風原町字新川218-1

TEL：098-996-3571

FAX：098-996-3571

ホームページ：http://www.zensikokuho.or.jp
『全国歯』で検索！
各種申請書はホームぺージからプリントアウト

◎住所や氏名が変更したとき

可能です。是非ご活用ください。

●申請手続きに必要な書類●

※スタッフの方への情報提供お願い致します。

□住所氏名変更届
□世帯全員の住民票（個人番号除く）
□被保険者証
（再交付が必要な場合：お持ちの方はその他の証も合わせて必要）

□世帯における保険の加入状況確認書

社会保険診療報酬支払基金沖縄支部

資格関係誤りレセプト発生防止について
（お願い）
平素、支払基金の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、資格関係誤りレセプトの発生防止につきましては、保険医療機関等のご理解とご協力を
いただき、資格関係誤りレセプト件数の減少に取り組んでいるところですが、歯科に係る平成30
年１月から６月処理分は下表のとおりの状況です。
つきましては、次の事項にご留意いただき、引き続き資格関係誤りレセプトの発生防止にご協
力をお願いいたします。

保険医療機関の皆様へ
○受診の都度、窓口での被保険証の確認をお願いします。
○被保険証からカルテへの転記誤りがないよう配慮願います。

沖縄県における資格関係誤り理由別発生状況
（歯科）
（平成30年1月〜平成30年6月処理分）

その他
512件
（21.1％）

記号・番号の誤り
507件
（20.8％）
患者名の誤り
51件
（2.1％）
該当者なし
196件
（8.1％）

資格喪失後の受診
716件
（29.4％）

合計
2,432件

本人・家族の誤り
120件
（4.9％）
重複請求
196件
（8.1％）

認定外家族
134件
（5.5％）

令和２年度募集
保険期間：令和２年12月１日午後4時から１年間（中途加入できます）

5,000円未満
12.5％

40,000円以上
12.0％
30,000円〜
40,000円未満
7.0％

5,000円〜7,000円未満
8.4％

20,000円〜
30,000円未満
14.1％

7,000円〜10,000円未満
13.7％

※左記金額は、過去５年間に入院した人の自己負担費用
の平均値。（高額療養費制度（注）を利用した人、利
用しなかった人（高額療養費制度の適用外など）とも
含みます。）
※高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額。治療
費・食事代・差額ベッド代などを含みます。
生命保険文化センター「平成28年度

生活保障に関する調査」

（注）高額療養費制度の詳細については、厚生労働省の
ホームページをご覧ください。

15,000円〜
20,000円未満
8.0％

（https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf）

10,000円〜15,000円未満
24.5％

31.9
6,400人
8,000人

60.5日
25.8日

20,900人

35.5日

131,300人

31.7日

159,400人

89.5日
［厚生労働省大臣官房統計情報部『患者調査』］
（平成26年）による

20,000円×31.9日＝約638,000円
「那覇大綱引き」

お問い合わせ先
取扱代理店
引受保険会社

有限会社 オーディーエー
〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川218-1（担当：奥原）
TEL・FAX：098-996-3572（受付時間：９：00〜17：00）
損害保険ジャパン株式会社 沖縄支店 法人支社
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地３-21-１ 國場ビル１Ｆ
TEL：098-861-4577 FAX 098-864-1580

